
2012年4月27日

三菱化学株式会社

Ⅰ.  組織変更 （2012年6月1日付）

Ⅱ.  役員関係人事 （2012年6月25日付）

Ⅲ.  人事異動 （2012年6月1日、6月25日および7月1日付）

Ⅳ.  グループ会社社長人事 （2012年6月27日付）

本件に関するお問合せ先: 広報室 （電話: 03-6414-3730）
（5月1日以降: 03-6748-7140）

組織変更ならびに人事異動等について
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Ⅰ. 組織変更 （2012年6月1日付）　　　　　　　　　　（「別紙」参照）

1. 変更の内容

　 環境安全・品質保証部の傘下にある認定監査室および環境監査室を統合して「RC監査室」を置き、同部の監査関連業務を集約する。

　（RCは「Responsible Care＝レスポンシブル・ケア」の略称）

2. 変更の趣旨

　 環境安全・品質保証部で実施している監査には、

 ○ 「三菱化学RC監査等に係る基準」に則り、各事業所のRC活動状況を把握・確認の上、指導・改善を行う「本社RC監査」

 ○ 保安重大事故、環境重大事故、重大な労働災害等が発生した場合に特別に実施する「RC特別査察」および「特別安全指導職場査察」

 ○ 「三菱化学グループレスポンシブル・ケア規定」に則り、グループ会社のRC活動の推進状況の確認と継続的活動の改善を支援・指導する「グ
ループ会社RC監査」

 ○ 「高圧ガス保安法の認定に係る本社基準」に従って、高圧ガス保安法上の認定事業所へ実施する「本社認定監査」

 ○ 環境データ、品質データの管理状況を確認するための「環境監査」および「品質監査」

　 があるが、各監査ごとに主体となる組織が異なっている現状にある。

　 今般、監査の効率化を推進し、その有効性を高める観点から、監査に関わる業務を集約化し、RC活動のさらなる推進を図ることとする。
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Ⅱ. 役員関係人事 （2012年6月25日付）

1. 執行役員

(1) 執行役員の就任
新職 旧職 継続職 氏名

執行役員　技術部長
兼　石化企画管理部門　石化技術部長

理事　技術部　グループマネジャー
上南　善生
（ウエミナミ　ヨシオ）

執行役員 理事 電池本部　電池機材事業部長
荒木　良剛
（アラキ　ヨシタカ）

執行役員 理事 水島事業所長
大久保　和行
（オオクボ　カズユキ）

執行役員 理事 経営戦略部門　RD戦略室長
勝呂　芳雄
（カツロ　ヨシオ）

執行役員 理事 中国総代表
　 兼　三菱化学股控管理（北京）有限公司
　　　　董事総経理

瀬川　拓
（セガワ　タク）

執行役員 理事 黒崎事業所長
福田　信夫
（フクダ　ノブオ）

(2) 執行役員の異動
新職 旧職 継続職 氏名

鹿島事業所長 常務執行役員
梶原　泰裕
（カジワラ　ヤスヒロ）

鹿島事業所長
技術部長
兼　石化企画管理部門　石化技術部長

執行役員
植田　章夫
（ウエダ　アキオ）
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Ⅲ-1. 人事異動 （2012年6月1日付）

1. ライン部長級以上
新職 旧職 継続職 氏名

化学品本部　石化営業統括部長
　 　　ダイアケミカル株式会社
　 　　取締役　営業本部長

野澤　佳隆
（ノザワ　ヨシタカ）

環境安全・品質保証部　RC監査室長 環境安全・品質保証部　グループマネジャー
高澤　彰裕
（タカザワ　アキヒロ）

環境安全・品質保証部　認定監査室長
兼　同部　環境監査室長

環境安全・品質保証部
佐々木　正隆
（ササキ　マサタカ）

Ⅲ-2. 人事異動 （2012年6月25日付）

1. ライン部長級以上
新職 旧職 継続職 氏名

理事 情報電子本部　LEDマテリアルズ事業部長
相川　幹治
（アイカワ　カンジ）

理事
坂出事業所長
兼　同事業所　炭素技術部長

赤井　一隆
（アカイ　カズタカ）

理事 化学品本部　テレフタル酸部長
　 兼　MCC PTA Asia Pacific Private Limited
　　　　取締役社長
　 兼　Mitsubishi Chemical Singapore Pte Ltd.
　　　　取締役社長

池川　喜洋
（イケガワ　ヨシヒロ）

理事
石化企画管理部門長
兼　同部門　石化管理部長

遠藤　剛
（エンドウ　ツヨシ）

理事 環境安全・品質保証部長
加藤　英仁
（カトウ　ヒデヒト）

理事
 　　　三菱化学ハイテクニカ株式会社
　 　　小田原テクノセンター長

須川　幸男
（スガワ　ユキオ）
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Ⅲ-2. 人事異動 （2012年6月25日付）（続き）

1. ライン部長級以上
新職 旧職 継続職 氏名

理事 フェロー
　 　　株式会社三菱化学科学技術研究センター
　 　　合成技術研究所長
　兼　同社　無機系機能材料研究所長

瀬戸山　亨
（セトヤマ　トオル）

理事
　 　　MCC PTA India Corporation Private Limited
　 　　取締役社長

末延　幸辰
（スエノブ　ユキタツ）

理事 石化開発部門長
藤原　英幸
（フジワラ　ヒデユキ）

理事 情報電子本部　OPV事業推進室
山岡　弘明
（ヤマオカ　ヒロアキ）

理事
　 　　Mitsubishi Chemical Holdings America, Inc.
　 　　取締役社長

吉里　彰二
（ヨシサト　ショウジ）

理事 炭素本部　炭素企画室長
渡部　晴夫
（ワタナベ　ハルオ）

Ⅲ-3. 人事異動 （2012年7月1日付）

1. ライン部長級以上
新職 旧職 継続職 氏名

環境安全・品質保証部　プロセス安全工学室長 環境安全・品質保証部　プロセス安全工学室 （*）
山本　晋仁
（ヤマモト　シンジ）

理事
環境安全・品質保証部　プロセス安全工学室長

環境安全・品質保証部
上原　辰男
（ウエハラ　タツオ）

（*） 6月1日付にて技術部グループマネジャーより異動
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Ⅳ. グループ会社社長人事 （2012年6月27日付）

グループ会社 新職 現職 氏名

（取締役退任）
顧問

代表取締役
取締役社長

花岡　哲朗
（ハナオカ　テツロウ）

代表取締役
取締役社長

取締役副社長
池本　一彦
（イケモト　カズヒコ）

株式会社三菱化学テクノリサーチ
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「別紙」

石化基盤本部 石化基盤事業室 黒崎事業所

ポリオレフィン事業室 四日市事業所

石化原料事業部 水島事業所

ユーティリティー部 鹿島事業所

化学品本部 化学品事業室 坂出事業所

ナレッジビジネス推進室

ＥＯＧ・エタノール事業部 技術部

オキソ・アクリレート事業部 筑波事業所

Ｃ４ケミカル事業部

テレフタル酸部

石化営業統括部

ポリマー本部 ポリエステル・ナイロン事業部

フェノール・ポリカーボネート事業部 設備技術部

機能性樹脂事業部 環境安全・品質保証部

石化開発部門 石化研究開発室 ＲＣ監査室

サステイナブルリソース事業推進室 プロセス安全工学室

石化企画管理部門 石化企画部

石化技術部

石化管理部 コーポレートマーケティング部

自動車関連事業推進センター

情報電子本部 情報電子企画室

情報電子品質保証室 大阪支社

LED照明事業推進室 中部支社

有機ＥＬ事業推進室 九州支社

OPV事業推進室 北海道支店

ガリウムナイトライド事業部

筑波工場 経営戦略部門 経営企画室

電子デバイスケミカルズ事業部 ＲＤ戦略室

イメージング事業部 知的財産部

LEDマテリアルズ事業部 情報システム部

グループ経営室

機能化学本部 機能化学企画室 広報室

食品機能材部 内部統制推進部

スペシャリティケミカルズ事業部 監査室

イオン交換樹脂事業部 総務部

人事部

電池本部 電池企画室 人権室

電池機材事業部 人材・組織開発部

炭素本部 炭素企画室 経理部

炭素事業部 購買部

機能商品管理部 業務革新室

2012年6月１日
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